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新城中部まちづくりアンケート集計結果  

 

新城地域自治区内にお住いの方 1,000 人を住民基本台帳から無作為抽出

により選定し、「新城中部まちづくりアンケート」のご協力をお願いしました。 

 

【ご協力いただいた回答数】  

年代  男  女  計  送付数  回答率  

10 代  2 3 5 
200 2.6% 

20 代  3 10 13 

30 代  10 22 32 200 16.0% 

40 代  5 18 23 200 11.5% 

50 代  22 22 44 200 22.0% 

60 代  14 10 24 100 24.0% 

70 代  10 14 24 100 24.0% 

計  66 99 165 1,000 16.5% 

 

問１  あなたが考える新城中部地区の魅力を教えてください。（主な回答）  

 

10 代  

男性  自然が豊か。ランニングをしていて気分がスカッとする。気持ちがい

い。  

女性  さくらまつり、納涼花火大会、富永神社の祭り、夜店  

女性  桜がきれい。秋には銀杏がきれい。  

女性  地域性を活かし、地区を代表する環境を備えるまち。  

20 代  

男性  静かで過ごしやすい。  

男性  地域内の人達の関係が良好と感じる。  

男性  祭りが盛んで手筒花火や雅楽などの伝統文化がしっかり残っているこ

と。そして、祭りを通じて人と人とのつながりが強くあること。  

女性  ピアゴなどがあり、買い物に便利。病院も近くて駅も近いのも便利。  

女性  各種イベント（軽トラ市、夜店など）への地域住民の参加が積極的。

「新城をいいまちにしよう」という気持ちが強い。  

女性  自然が近くにあること。歴史を感じられること。  

女性  新鮮な農産物。治安がよいこと。  

30 代  

男性  ほどほどに田舎。人が良い。  

男性  地区の行事に取り組む町で、特に 10 月に行われる祭礼行事は盛んで

ある。  

男性  みんなフレンドリー。まつり  

男性  川もあり、森もあり、公園もあり、文化会館もある。歴史と文化とな

により安心があります。子どもやお年寄りが暮らすには最高の環境だ

と思います。  

男性  犯罪が少ないこと。人がおだやかなこと。  
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女性  お祭りが盛大。夜店では露天商だけでなく、地域の皆さんが盛り上げ

ている。祭りや消防の青年団など縦のつながりがしっかりしていて何

かというと地区のみんなで協力しているところがすごくいい。  

女性  必要最低限の施設やサービスがあり、人口もほどほど（もう少し多い

方が良いが）で過剰に混み合うところもなく住みやすい。自然が多い。 

女性  地元に残っている人が多く、どこに行っても知っている人がいて声を

かけあえる。  

女性  クリーンなイメージ。おちついた感じがする。  

女性  歩道や街路灯が多いところがあって、普段の生活やウォーキング（健

康づくり）に活用しやすい。  

女性  道路も割と整備されていて、スーパーや病院、駅、公園もあって生活

しやすい。  

女性  色々な行政機関も近くに揃っているので、生活しやすい環境であると

思います。  

女性  商店街の夜店や富永神社のお祭りなど、子供から大人まで集まり楽し

める行事が長年続いていること。駅から近く、また、スーパーやコン

ビニもあり、便利なこと。高齢者向けデイサービスなどの福祉施設が

あること。  

40 代  

男性  商店街と史跡のあふれる街。  

男性  自然が豊かで、まちが比較的静か。適当に買い物ができる店があり、

それほど不便がない。  

男性  共に支え合う土地柄。あいさつをしっかりという動きがあり、所々実

践できている地区。  

女性  生活に必要な施設が徒歩や自転車で行ける範囲にあることかな。（駅

や郵便局、銀行、農協、市役所、スーパーなど）  

女性  田舎だけど、日常生活が不便なく暮らせること  

女性  まずは人とふれあいがたくさんできているからです。子育てしやすい

環境があって、魅力的になりました。  

女性  犯罪がすくないまち  

女性  お店や病院が近くにあり、生活に便利。あいさつや地域の行事を通じ

て、ご近所さんが子供を見守ってくれているので、安心して送り出せ

る。  

女性  夜店や夏の花火大会、秋のお祭りも盛大で楽しいです。  

女性  こじんまりだが生活に必要最低限のモノは揃う。夜は静かでゆっくり

休める。  

女性  自然が多く、気候も良く住みやすい。  

50 代  

男性  地震は別として、災害が起きにくい。鉄道駅がある少し離れると、自

然に触れることができる。治安は比較的良好。以前よりかなり不便に

なったが、徒歩で行ける店がある。  

男性  軽トラ市、夜店、お祭りなどのイベントが盛ん。自然豊か。お年寄り

が元気。  

男性  自然環境を守る活動が盛んになれば、心も豊かになる。人と人とのつ

ながりが祭りを通じて行える。地域を大切にしている。  



31 

 

男性  静かな安全な住宅地  

男性  この地区に移り住んでまだ 3 年ですが、お祭りや花火、ルロット、夜

店などとても生き生きとした元気なまちの印象は強く、高３の息子も

家庭、学校、部活と忙しい中、街の行事もとても楽しみにしていて、

まず子育てにはいいと思います。  

男性  地域の活性化のために何とかしようという意気込み。  

女性  地区ごとにまとまりがあるような感じがする。  

女性  自然が身近にある。人とのつながりが深い。それぞれの地域に古くか

らあるお祭りを大切にしているところ。なので、もっとその地域でＰ

Ｒして見に来てもらうべき。  

女性  シャッターを降ろしているお店が目立つようにはなっていますが、新

城市の中心地であることには違いありません。市の情報発信はこの地

区からという視点では捉えています。また、他地区とをつなぐ役割も

あると思っています。  

女性  自然に恵まれ、生活に必要な施設が周辺にあり、生活しやすい静かで

穏やかな地区だと思う。産院がないことが残念ですが…  

60 代  

男性  結のすてきな町です。中部は、祭り、イベント、そんなことをたやす

くできてしまうやさしい町です。  

男性  桜淵公園。幽玄川、田町川遊歩道整備。寺社、仏閣廻る歴史散策  

男性  行政、医療等いろいろな面で中部地区に集中しているところがありが

たい。  

男性  市役所、郵便局、病院、A コープ、ピアゴなどがコンパクトにお互い

に近くにあること。まちが小さいことがデメリットである反面、メリ

ットにもなっていると思います。  

男性  医療関係で少々心配な点がありますが、大きな災害もなく、環境がい

いところかな。  

男性  良い意味でのお隣さんの存在がいきている。困ったときには助け合い、

あまり深入りせず。  

男性  城下町であり、優秀な人材が輩出された。能をはじめ、文化の伝統が

図られてきた地域。  

70 代  

男性  日常生活に必要な物の買い物や色々な病院が近いので便利。  

男性  人柄が穏やか。  

男性  各年代層にわたり、地域のしきたり、行事などへの愛着度が強い。  

女性  新城市中部地区は他の地区に比較して大きなスーパーや各公官庁が集

中しており利用するときには高齢者等は非常に便利が良い点が魅力で

ある。  

女性  天災が少ないこと。桜淵が美しいこと。  

女性  高齢化に伴い、病院が近い、役所が近い、各種買い物も近い、ありが

たさの中で魅力を感じています。  

女性  公共施設、ショッピング、県立公園がコンパクトにある。  

女性  他県から来た方とおあいする仕事をしていますが、新城の人達は思い

やりがあって優しいと聞きましたので、思いやりの心でいたら良い地

区になると思います。  
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問２  新城中部地区が将来どのような地域になったら良いと思いますか。  

（３つまで回答可）  

項目  男性  女性  計  

1 史跡、文化財や歴史、伝統などの文化にあふれた地域  17 20 37 

2 駅前周辺や商店街などを中心に、多くの人々が行き交う地域  26 41 67 

3 子供からお年寄りまで、健康で暮らせる保健・医療・福祉の地域  38 68 106 

4 スポーツが盛んな、健康増進を推進する地域  4 8 12 

5 地域特性を活かした子育て、人づくりを推進する地域  13 24 37 

6 地域活動やボランティア活動が盛んな、人とのふれあいのある地域  12 25 37 

7 ごみや公害のない清潔・快適な地域  11 18 29 

8 省エネや再生可能エネルギーの活用など環境にやさしい地域  7 11 18 

9 防災や防犯の対策が充実し、安心で安全な地域  25 52 77 

10 その他  5 5 10 

計  158 272 430 

 

  
その他に挙げられた意見  

 

8.6 

15.6 

24.7 

2.8 8.6 

8.6 

6.7 

4.2 

17.9 

2.3 

回答割合（％） 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20 代  女性  今の自然や景色、まちの風景が将来も残っていてほしい。  

30 代  男性  企業誘致を積極的に行い、雇用を促進させ若い人に新城に住ん

でもらう  

30 代  女性  働く場所がたくさんある地域  

30 代  女性  出産設備の充実。  

30 代  男性  税金面、生活保障面、医療面など人が暮らしやすい地域。  

50 代  男性  障害者を含む福祉施設の充実（グループホーム等）  

50 代  男性  豊川まで行かなくて良いようなスポーツを含む娯楽施設。老若

男女が楽しい町  

50 代  女性  働く場所がもっと増えないと子供たちは戻ってきません。  

60 代  女性  焼き肉店、回転ずし。車がある人ばかりではないない人のこと

も考えて。  

70 代  男性  外国の方々が気持ちよく住める地域  

年代別回答内訳  

10 20 30 40 50 60 70 計  

0 7 3 5 9 6 7 37 

5 5 14 12 21 6 4 67 

4 8 22 15 25 16 16 106 

1 1 2 4 1 1 2 12 

0 4 12 7 8 5 1 37 

2 1 6 4 11 6 7 37 

0 3 7 3 5 4 7 29 

0 1 3 2 6 2 4 18 

1 5 12 9 24 12 14 77 

0 1 4 0 3 1 1 10 

13 36 85 61 113 59 63 430 
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問３  新城中部地区に暮らしていて将来への不安や課題はありますか。  

 

 
【将来への不安や課題があると回答した人の主な意見】  

 

10 代  

女性  就職先がない。  

男性  変なところでお金、税金の使用。  

男性  子供たちの遊ぶ場所、環境がなくなったり、悪くなっていっている。  

女性  若者が少ない。  

20 代  

女性  病院の医師不足が心配です。市内で充分な治療が受けられなかったり、

子供が産めなかったりすることもあり、いつも不安に思っています。  

女性  若い人が少ない。  

女性  人口減少、働く環境⇒将来結婚した際、働きながら子育てできる環境

があれば良い。逆に言えばそれさえ整っていれば新城の出生率を改善

できるのでは。新城は働くところが少ないです。  

女性  公園がなく、子供たちが安全で自由にのびのび遊べるところがほしい。 

女性  新城市中心部であるにも関わらず、年々人口の減少（特に若年層）が

著しく、周りに老人がとても多い。  

女性  森林が多いが、自分の山がどこかわからなくなった人が増えている。  

30 代  

女性  人口や税収の減少による税金、健康保険料、水道料等が増加するので

はないかという不安。  

女性  新城で子供を産めないので、どんどん過疎化になるのでは？廃校も相

次いでいる。  

女性  共働きでも子育てを両立できる体制にあるのか。（学童保育等）  

男性  若い人は豊川や豊橋などに出て行ってしまい、高齢者ばかり増えてし

まう。商店街など潰れていくばかりで不安になる。新城の将来性が、

全く見えない。  

男性  子供の人口減少が目につく。特に小学校のクラスが昔に比べかなり減

っている。  

女性  地域交流の場が少ない。  

男性  どうしても買い物や外食では豊川や豊橋に出なくてはいけない。  

ある 

69 

ない 

31 

将来への不安や課題（％） 
「ある」と回答した人の内訳  

 男性  女性  計  

10 代  2 2 4 

20 代  2 9 11 

30 代  8 14 22 

40 代  4 15 19 

50 代  14 14 28 

60 代  12 4 16 

70 代  6 8 14 

計  48 66 114 
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女性  土地が高い。アパートなど賃貸物件が高い。東栄方面などから引越し

を考えている若い夫婦（子どもの将来のためなど）が新城は高いと理

由で豊川方面にまで流れてしまう。小中学校の人数も減少してきて、

更に数年後、住民税が挙がると思うとぞっとする。  

女性  車が乗れなくなったら不便だと思う。（スーパーやコンビニが近くな

い。）  

女性  子供が定年まで安定して働ける企業がいくつあるかということ。  

女性  一部の人にだけ一時だけ活気があっても魅力ある地域とは言えない。

特に市役所地域なのに。  

女性  高齢化とそれに伴い、空き家が増え、治安が悪くなる可能性。  

40 代  

女性  昔からあった商店が少なくなってしまったこと。市民病院の診療科が

減ってしまったこと。  

女性  新城市の人口がどんどん減っていってしまう。  

女性  子供の人数が少なくなるばかりで不安。  

男性  救急車が新城の病院で止まらず、豊川、豊橋まで搬送されることがこ

わい。  

女性  道路の整備がされる前に家が建ちならび、何かあったとき（救急や火

災など）救急車両が入れない。  

女性  店や家がつぶれてなくなっていくので、将来暮らしていけるか不安で

す。  

女性  商店街がなくなってきた。  

女性  病院は近くにありますが、夜間、休日の診察がもっと充実していると

ありがたい。市民病院が昔のように充実していたらいいな。出産もで

きないなんて子供が減るばかりだと思います。  

女性  中部地区に限らず、新城で子供が産めないというのは不安。雇用が少

ない。  

50 代  

男性  駅周辺、商店街が活性せず、軽トラ市や夜店以外は賑わっていない。  

女性  高齢化。1 人暮らしの人が多い。今は様々な事件が起こる世の中、ど

のような人がどこに住んでいるのか把握をしっかりできているのか。  

男性  障害者を持つ家族としては将来が不安。地域に施設がない。  

男性  子どもがいない。将来、老人世帯だけになってしまう。空き家が多く、

防災面に不安を感じる。  

女性  自分の足が弱くなったときに段差が多く歩道が少ないまちなかを歩く

のが不安です。  

女性  新城駅の階段の利用は雨の日や海外旅行の行き帰りの思いスーツケー

スなどはとてもつらい。  

女性  高齢で 1 人暮らしをしている方が多くいて、現在でも買い物や通院、

資源ごみの搬入、選挙の投票に行けない人がいること（出来る範囲で

協力していますが）  

60 代  

男性  緊急時における医療機関の対応に不安を感じる。例えば医師不足等。

他市機関への依存。  

男性  第 2 東名開通後の騒音問題。  
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男性  毎日の生活に必要な食料品、衣料品等の商品を扱う商店が少なくなっ

てきている。歩いて行ける範囲が望ましい。  

男性  災害への備えが充分でないこと。特に山に囲まれているための交通網

の整備など。  

男性  1 人暮らしの老人が増え、もし何かあった時の対応など不安です。  

男性  駅前周辺をはじめ、商店街、みすぼらしい新城駅など若者の姿も少な

く、全体的に活気が見られないこと。新城市民の他市町村への転出  

女性  だんだん過疎化していく。空き家、空き店舗等が増えていく。医療関

係で専門分野の病院が少ない。（曜日、時間が限られている）  

70 代  

女性  医療の面で不安（市民病院の充実を切に願います。）個人商店が次々

閉店し大型店までの買い物に車を利用しているが、高齢になり、運転

ができなくなってからの生活に不安を感じます。  

女性  若い人が家を出て、一人暮らしか夫婦だけの家が多くなった。毎日の

食品、スーパー遠い。買い物の足が心配だ。  

男性  少子高齢化が予想以上に早く進んでいる。  

男性  老人にとっては医療諸施設の不十分さ。  

女性  子供が少ないのが不安です。  

 

問４  新城中部地区に暮らし続けたいと思いますか。  

 

 
  

思う 

77.6 

思わ

ない 

22.4 

（％） 

「思う」と回答した人の内訳  

 男性  女性  計  

10 代  1 2 3 

20 代  3 7 10 

30 代  7 14 21 

40 代  4 15 19 

50 代  17 18 35 

60 代  12 8 20 

70 代  8 12 20 

計  52 76 128 

 

「思わない」と回答した人の内訳  

 男性  女性  計  

10 代  1 1 2 

20 代  0 3 3 

30 代  3 8 11 

40 代  1 3 4 

50 代  5 4 9 

60 代  2 2 4 

70 代  2 2 4 

計  14 23 37 
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【暮らし続けたいと思うと回答した人の主な意見】  

 

10 代  

女性  ごみや郊外の少ない清潔、快適な地域。  

男性  自分が昔から住んでいて自然が豊かで一番好きな場所だから。  

女性  落ち着く。  

20 代  

男性  静かで過ごしやすい。  

女性  自然もあり、ある程度栄えているから。  

男性  自分は富永神社祭礼に参加していて、祭りが好きだし、入船の伝統を

守っていきたいと思うから。  

女性  新城市が好きだから。  

女性  自分の生まれ育ったまちで、自分も家族を持ち、次の世代へつなげて

いきたい。  

30 代  

女性  地区の人柄が好き。住んでいて不便がない。  

女性  自然が豊かで、人もあたたかいので、子育てにいい環境だと思うから

です。  

男性  自分の育ったまちであり、このまま住み続ける。  

女性  地元と言える。人のつながりや行事を続けていくお手伝いをしたい。  

女性  特に大きな災害もなく安心して暮らすことができる。  

40 代  

女性  昔から住んでいてすごく不便なところもないので。  

女性  田舎の加減がちょうどいい。  

女性  生活に必要な施設が徒歩で行ける範囲にあるから。  

男性  住めば都で、住みやすい地域だと思う。  

男性  自然が多く、買い物もしやすいので暮らしやすいと思っています。  

男性  新城そのものがゆっくりのんびり暮らしに優しいのは良いのですが、

そこから先の課題について捉えていきたい。  

女性  自然が豊かで住民がのんびり暮らしている美しい新城だからです。  

50 代  

女性  先祖代々の土地がある。  

男性  特に生活に不自由なく暮らせる。  

男性  スーパー、金融機関、郵便局、市役所、税務署、法務局、ハローワー

ク、保健所、学校等近くにあり便利である。  

女性  新城に来て 25 年、今のところに来て 15 年。良い友人知人に恵まれ

た。この人たちとずっと交流を続けていきたい。  

女性  今更他の地区に行っても、馴染めないから。  

男性  穏やかに暮らすには良いところである。  

男性  豊かな自然と生活の利便性がバランスした住みやすいところと思って

いるため。  

男性  行事も頻繁にあって、元気なまちと思うので、強くそう思う。  
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60 代  

男性  自然災害等での不安が過去においてはなかったことと犯罪などの現況

についても他所と比べ安全な環境である。  

男性  JR 飯田線の利便性、今後の人口減によって考えが変わりそうである。 

女性  時間がゆっくりと過ぎていく感じがする。人々の会話が温かい。  

男性  新城市民として骨を埋める覚悟で他市町村から転入してきた以上、こ

こで生活を続けたいと思うから。  

70 代  

女性  私の住んでいるところは便利で良いところだから。  

女性  住めば都。50 年以上住み続ければ愛着が湧き隣近所とのつきあいも

スムーズで楽しい毎日です。生まれたところとはまた違った思いです。 

女性  不安や課題がなく、他へ移住する気力もない。隣各家の付き合いを大

切にしたい。  

女性  生まれ育った所、なじみの人が多くいる。今は心強く暮らしている。  

男性  多くの友人達との人間関係が一番大切だと思うので、暮らし続けたい。 

男性  一生を支え、死後を祀ってくれる強い絆があるから。  

男性  毎日過ごしていても安心できるから。  

 

【暮らし続けたいと思わないと回答した人の主な意見】  

 

10 代  

男性  将来のことはわからないけど、今は思わない。  

女性  働く場所がない。  

20 代  

女性  景色がかわってしまったら、住みたくなくなってしまうと思います。  

女性  スポーツや音楽活動を気軽に行える場所が少ない。買い物をするとこ

ろが遠い。  

30 代  

女性  安心して子供を産んで育てられると思えない。  

女性  子育てをしているので、子供が教育で選びやすい方がいいと思うので。

街がさびれてる。若い人の働き口がない。  

男性  緊急性のあるケガや病気になったとき、新城の病院では対応できない

ので、出産ができない。働く場所がない、遊ぶ場所もないので暮らし

たいと思わない。  

男性  職場から遠いため。  

女性  若者の娯楽が少なすぎる。  

40 代  

男性  高齢になったとき、十分な医療を受けられなくて不安だから。  

女性  できるなら暮らし続けたいが、年をとって一人になって動けなる等現

状では不安ばかりのため。  
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50 代  

女性  暮らし続けても…良い地域だと思うが住み続けるだけの魅力や活気が

感じられない。  

女性  年齢が上がると行動範囲が狭くなります。1 か所で全てが済ませられ

ない不便さを感じるからです。  

男性  一部に地域のお付き合いが多すぎる。もう少し、静かな場所で老後を

過ごしたい。  

男性  古い伝統、慣習にとらわれすぎ、こだわりすぎて変化に対して抵抗す

る人が多い。  

60 代  

男性  昔住んでいた町に久しぶりに行くと、とても発展していて大きな商業

施設もできていて、歩いている人も若く、活気がありました。なぜ、

新城はそうならないのでしょうか？やはり、老人には新城は住みにく

い町です。  

男性  新城市民病院が頼りない。  

70 代  

女性  年齢的に今から他へ移る気力はない。  

男性  我が子たちの将来を基本的に考えます。サポートが必要なら転居もや

むなし。  

 

問５  新城中部地区の未来のために何をすべきだと思いますか。  

 

10 代  

女性  地域活動やボランティア活動が盛んな人とのふれあいのある地域をめ

ざす。  

男性  子供にもっと自然と触れ合ってもらうために、様々な体験（釣り、棚

などの木製品作製など）を企画して、多くの人に知ってもらう。新聞

にチラシをはさむ。  

女性  若者の流出を防ぐ。  

20 代  

女性  他の町はこうしているから新城もこうしようではなく、新城だからこ

そできることがあると思います。そのためには、子供からお年寄りま

での幅広い意見を参考にしてまちづくりに活かしていくべきではない

でしょうか。今回のアンケートも 18 歳以上が対象のようですが、小

中高校生も新城のことを考えているはずなので、そちらの意見も大切

にしていきましょうよ。  

女性  子育てしやすい環境が充実していると魅力的に見えると考えます。子

どもを産んでも安心して暮らせるというまちになると未来がある市に

なる。あと、町おこしも最近力を入れているようでうれしい。新城中

部地区はその先頭に立ち、協力しながら町おこしした方がメリットが

ある。  

女性  職、住居の確保。  

女性  医療機関の充実。  
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30 代  

女性  教育の内容の充実。若い人に住んでもらうため。60 歳以上の人が働

ける産業を考える。  

女性  シャッター街の利用法の検討。  

女性  若い夫婦が住みたいと思う様なまちづくり。働き口を増やす。  

女性  市民病院再生と駅前開発。  

男性  子供の減少が気になるので、子供に対する対策、楽しい行事などの政

策をしてほしいと思う。  

女性  地域活動を増やし、互いの存在を知り、認め、受け入れ、助けあいの

心を養う機会を増やす。（暮らしに必要な活動、健康推進など）出生

率が高い街、離れ郷率が低い。まちと意見交換会をしたり、調査をし

て今後に役立てる。  

女性  ３歳未満児の保育の充実。子育てしながら仕事のできる環境を増やす

こと。  

男性  人口増加と商店街復活（新城のブランド化、有名化）  

女性  夜 20：00 頃を過ぎるとお店等が少ないのが原因ですごく暗く感じま

す。（バイパス通りと比べると）中高生の帰りが心配です。街灯を増

やすなど明かりがあるといいと思います。NTT の建物の辺りが暗くて

こわいという声が多いです。  

女性  市の施設をさらに使いやすく充実してほしい。観光スポットがないの

で、増やす方がいい。駅などのアクセスをポイントにしてイベントを

行った方がいい  

女性  駅に観光案内を置いてもいいと思う。離れすぎ。歩道がなかったり、

車道のラインが消えていたり、さびれた感がいろんなところに見られ

る。残念。駅周辺を禁止区域にしてほしい。  

女性  30 代からの I ターン U ターンの住人を増やすことで収入源の防止と

子供の層を増やすこと。将来、ここで育った子供がここで子育てをし

たいと思える環境や思い出を作ること。  

男性  これから出産、子育てをする夫婦などが暮らしやすい環境をつくる。

幼児の送迎バスがあってもいいのではないかと思います。  

女性  週末の買い物や食事などは車を利用して浜松や豊川に出かけることが

多いです。それは、新城に魅力ある施設がないからだと思います。若

い人達がこれから新城でどんどん商売とかしていけば地元で消費する

ことも多くなるのではないでしょうか。  

40 代  

女性  新城駅周辺の道路の整備。お迎えの車がいっぱいで通行に支障がある。 

女性  北部や西部、南部地区の方に「中部地区に求めるものは？」みたいな

アンケートをしてみてはどうでしょう。私たちでは思いつかないこと

を教えてもらえそうな気がします。  

男性  多くの人で賑やかなイベントを企画してほしい。軽トラ市も現状から

少しずつバージョンアップしていってほしい。  

男性  商店の活性化。子供会の活性化。学童保育の早期導入。元気な子供が

育つ街。  

男性  土地柄おこし再検討と称して、魅力を共有し、他市町村、他都道府県

へ発信していくしくみづくり  
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女性  道路整備、桜をメインとした観光整備。  

男性  通学路に街路灯が場所によっては少ない箇所があり、また薄暗い箇所

があるので増やしてほしい。大善寺前の道路やひだまりパークのある

道路でイベントを増やしていただきたい。（例えば、朝市、フリーマ

ーケット等）駅前及び中町地区で空き店舗を若い人達に格安で貸し出

して商店街の活性化！  

女性  犬や猫がのんびりして、華がいっぱいになるまちづくりを呼びかける。

（藪を片づける草取りボランティアの募集）草だらけの畑を見つけ、

華を植えたり、野菜を植えたりするボランティア活動をする。店マッ

プ作り。自然（花や木）マップつくり。散歩マップづくり。  

女性  新城駅周辺の整備。せめて新城駅までは IC カード改札に。駅前にバス

が止められるロータリー。たくさんの史跡をもっとアピールする。  

女性  駅前周辺や商店街などは、どこの地方都市でももう人が集まることは

ないので、（車の所持で買い物等は歩いていく人はいないため。）再

開発は無駄だと思います。駅周辺の道の整備は必要。集客装置のある

施設をと言いたいところですが、人口が減少してる一方なので、出店

もしてくれないと思うので、まずは市内で雇用を増やし、人口を増や

すことが先決だと思います。  

女性  今までどおり畑を耕し、田んぼを育て、お祭りをたくさんする町でい

いと思います。都会の真似をしても流行らないと思います。大きな会

社が建つか工場、ショッピングモールが出来ると仕事が増えていいの

ではと思います。  

女性  新城駅周辺からの整備。他県からきた人たちに恥ずかしくないように

してほしい。（駅の乗降が多い割に IC カードが利用できない等）公園

内、暗い。道路にまで伸びて、そのままの雑草、雑木、折れてそのま

まの木。  

50 代  

女性  道路整備。夜の街灯の整備。待ちから出ると非常に暗くて危ないとこ

ろがある。事件の起きないうちにしてください。  

女性  若い世代が主役になれるまちづくり。地域の伝統をより多くの人に知

ってもらえる環境づくり。子どもからお年寄りまで楽しく暮らせるま

ちづくり。  

男性  休耕地を利用した貸農園をつくったら退職者等の利用者が多いのでは

ないか？と思います。人との交流も持てる。  

男性  桜淵公園をもっと整備して桜の季節や花火大会だけ人が集まるのでな

く、常に人の集まる場所にしたい。豊川国府のふるさと公園はいつも

人が集まって自然を楽しんでいるように思えます。  

女性  空き家、耕作放棄地の活用。リユースすれば他県からの人も増えるの

では。桜淵公園の充実。春の桜は有名です。常の手入れにもレベルア

ップとか、秋のもみじも良いかもしれません。  

男性  新城高校とコラボして農業の魅力を引き出すようなイベントを考えた

り、地域の食材を考えたレストランを作り、第 2 東名の開通での行き

来を活かした方が良い。  

男性  新城中部地区に多くの人が訪れるために、桜淵公園を整備して、きれ

いな公園にする。  
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男性  住民の意識改革が先。新城の中心という意識を捨て、現状を客観視す

る。伝統にこだわることなく逆に捨て去る。第二次大戦後の焼け跡に

なったつもりで地区の再開発（再建）を考える。  

男性  子供達や若者が遊べるところが欲しい。スポーツセンターや家族で遊

べる食事が出来る所。  

女性  駅にも近く、静かな環境でもあるので、老人になっても安心してくら

せる地域。市内の不便な地域から、人を呼び込み、施設をつくり、安

心で次世代との交流が出来る場を !! 

男性  飯田線をはさんだ市街地の連続化。中部地区は住宅街と考え、やはり

国道１５１沿線へのアクセスを整備すべきです。  

女性  町中に児童館ができないのが昔から不思議で仕方がありません。私が

結婚した時、一時尾張旭市に暮らしており、近くに児童館がありとて

も助かりました。赤ちゃん、子供のためにぜひ！  

女性  以前、新城小の藤棚の下に夕方になるとおばあちゃんたちが集まって

楽しそうにおしゃべりしていました。こんなふうに気軽に集まってお

しゃべりや相談ができる場があると安心です。  

女性  市職員などと一緒にアイデアを持ち寄り、一人ひとりの収入を確保し

納税者を増やすこと。市でお金を使うときは、市の納税者（地元）を

利用する。例えば給食の材料、施設で使用する物品など。  

女性  若い人がもっと新城について発信すべきだと思う。（まだまだ、知ら

れていない点が多い）  

男性  今後、さらに高齢化が進む中で、高齢者の楽しみづくりや病院に頼ら

ない健康増進を推進する活動、及び施設の設立。健全で先見的な子供

達を育成できる「パワーシニアの街しんしろ」を目指す。  

男性  お組の行事が２～３回／年は必要かと思う。認知症も公言して地域で

守ってあげるシステムの第 1 歩としても必要かと思う。  

60 代  

男性  地域自治区の制度化に伴う各自治からの提案、予算、交付金等につい

ての申請、申告については、事務局から具体的な例を提示、提案を積

極的に行うべき。待ちではなく、押し付けと受け取られないよう先導

すべき対応をして欲しい。  

男性  若い人達が新城に残って生活できる環境づくり。  

男性  亀姫通りを利用して亀姫朝市を開催。同時に文化会館でも行い、朝市

のはしごができるようにする。新庁舎の 1 フロアを職員価格で飲食で

きる食堂にし、一般市民にも利用できるようにする。大手門通りに南

進できる道路をつくり桜淵公園への通行も含め、小学校、こども園の

利便性も含めた計画とする。使いにくい新城駅を駅統合も含め検討し、

新駅として野田城と新城駅の間に設ける。  

女性  老人と子供が一緒に過ごせる場所があったらいいと思います。  

女性  人口の多い都市のように人間関係のないところと違い、近所の家の人

達と会話をして良いところ、悪いところを話し合い、行政にみんなで

相談して直してほしいところを伝える。  

男性  地域活動の交付金について、もっと PR して事業を掘り起こすことに

力を入れてほしい。ボランティアの活動の勧誘などについても事業化

したらどうでしょうか？  
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女性  新城をもっとＰＲする。Ｂ１グランプリに出場する。  

男性  若者の定住促進事業の発掘と拡大。本当にやる気のある市民によるプ

ロジェクトチームを結成、市政に反映できないでしょうか。  

女性  今以上に町内の団結を深め、個々の人を知りあう機会を作る。  

70 代  

女性  駅の改善（駅員駐在）。ピアゴ近くの踏切高架をぜひ。表裏より乗降

できるようにする。待合室に軽食堂等の設置。田町川の整備。街路灯

の設置。側溝、道路の補修。  

女性  文化財とか歴史的に価値のあるものは、例え僅かな物でも残していっ

てほしいと思います。せっかく城下町というすばらしい歴史があるの

ですから。それから忘れてならないもの本町衆が守り続けてきたお能、

ぜひ守り続けてください。  

女性  高齢者の体力、気力、能力を活用し、社会に貢献できるような場が設

定できたらよいと思います。お役に立つことがあれば、高齢者の生き

がいになり、健康につながることになるのではないかと思います。  

男性  富永神社の活用。神社会館も老朽化し、使用に耐えづらい。構内の樹

木も手入れがされず、遊びに入れない。こども園の拡張計画もあり、

新城中部地区の交流の場として整備、活用を望みます。  

男性  桜淵公園に色々の花を植えて 1 年中楽しめるようにすると良いと思

う。（あじさい、しょうぶ、菜の花、ゆり、つつじ、バラ等）  

男性  活力を保つには、何といっても活力ある世代が住みたいと思える便利

さ、よさがあること。（地元に働き場所がなくても例えばベッドタウ

ンであるにしても）  

女性  道路の整備（特に歩道、自転車）若い人達が楽しめるまちづくり。  

女性  色々な行事があるが、一部の人達で楽しまないで地域の人達が気軽に

誰でも参加できるようにしてほしい。  

 

 


